
問題を発見する

Part1
仕事は課題解決の繰り返しです。

自律型次世代リーダーには、多くの課題に取り組み、
解決していくスキルが求められています。

課題解決の前提ともいえる、問題発見の眼を養うには、
日ごろからのトレーニングが重要です。
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自分の職場を
「考える組織」にする

Part1  問題を発見する

■ ロジカルな人が組織を動かす
　考えの深い人と、そうでない人の違いはどこにあるのでしょうか。まず、あの人はよく考えて

いるな、と思う人の行動や言動の特徴を挙げてみましょう。結論が明確である、ポリシーがはっ

きりしている、などの特徴が挙がってくるのではないでしょうか。ほかにも、声が大きい、面白

い、話し方がはっきりしている、客観的なデータを使う、話にメリハリがある、優先順位が明確

である、話の内容にモレやダブりがない、など「わかりやすさ」につながる特徴が、多く挙がるの

ではないかと思います。

　対照的に、職場で上司から「何を言ってい

るのかよくわからない」「もっと整理して要

領よく話してほしい」「で、結論は何なの？」

などと注意されている人がいます。こうした

人は、思いつきで話しているように受け取ら

れがちです。思いつきで話をすることは、必

ずしも悪いことではありませんが、裏づけ

（根拠）がないために相手からの信用を得に

くいものです。

　考えて話をするためのポイントは次の通

りです。

　▶相手の立場に立つ

　▶責任感をもつ

　▶ 自分の考えを明確にすることにこだわる

　▶ 整理して考え、相手に伝えようと意識する

　▶ 端的にまとめようとする習慣を身につける

　▶ 根拠となるデータや事実に基づいて話をする

1-1

ロジカルな人 ロジカルでない人

わかりやすい人！ わかりにくい人！

ポリシーが明確
考える人
ポジティブ

ポリシーが不明確
悩む人
ネガティブ

声が大きい
言いきる

データに強い
整理志向

1つの話が端的
結論から話す

声が小さい
語尾をにごす
データに弱い
感情志向

1つの話が冗長的
状況から話す

思
考・マ
イ
ン
ド

行
動
・
ス
キ
ル

　あなたの職場は、常にゴールに向かって一人ひとりが考え、行動できている組
織でしょうか？
　前向きな行動につながる思考には、「ロジカル（論理的）」であるという共通点
があります。
　本節では、自分たちの組織が課題解決に向かって、ロジカルに考えられるよう
にするための人作りについて考えていきます。
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Point
❶ 「考える人」は相手の立場に立って話す
❷  「考える人」は自分なりの結論をもち、それをわかりやすく言葉で表

現する能力に長けている
❸ 「考える人」は組織のメンバーによる質問の習慣によって育てられる

Point

　仕事をするなかで、常にこれらのポイントを頭に置くようにしましょう。

■ 職場の思考力を伸ばす
　深く考える力というものは、一朝一夕で身につくものではなく、長年にわたって形成されるも

のです。思考力の形成に大きく影響を与えるものの１つが、育った環境であるといわれています。

日ごろから結論と根拠を考えて表現することを求められる環境で育った人と、自分の意見を求め

られず、表現する機会もなく育った人では、考える力に差がつくのは当たり前のことでしょう。

　では、今、考える習慣が身についていない人は手遅れなのでしょうか。実はそのようなことは

ありません。環境と習慣次第で、考える力はいくらでも伸びていきます。たとえば、職場では「結

局何が言いたいの？」「なぜそう思うの？」

と上司や先輩から質問をしてもらう習慣を

作ってください。逆に、部下に考える力を身

につけさせたい場合は、上記のような質問を

部下にしてください。この「結論と根拠」を

問う２つの質問を繰り返すことで、相手の考

える力を鍛えることができます。また、「まず

は結論から述べる」「物事を３つにまとめて

伝える」「結論の後に、それぞれのメリットと

デメリットを伝える」「自分はどれがよいと

思うのか、理由とともに伝える」といったこ

とを職場のルールとして設定しましょう。こ

れは結論と根拠に加え、事実をもとに意思決

定する力を身につけるための習慣です。

　考える人は、ロジカルな環境で育ちます。質問の習慣によりコミュニケーションの質を上げ、

チーム全体をロジカルな組織に変えていくことが、チームとして課題解決に取り組む上で不可欠

なのです。「言わなくてもわかっているだろうから言葉にしなくてよい」という甘えがあっては、

考える力は鍛えられません。考える力は、言語のアウトプットによって大きく鍛えられるものと

思ってください。

ロジカルな組織 ロジカルでない組織

わかりやすい組織！ わかりにくい組織！

差別的な
ミッション＆ビジョン
トップの思いが注入
社員がこだわっている

どこにでもある
ミッション＆ビジョン
トップの知識が注入
社員が無視している

フォーカス＆ディープ！
より具体的

戦略→計画に落ちている

何でもかんでも！
より抽象的

戦略と計画が別に

ミ
ッ
シ
ョ
ン・ビ
ジ
ョ
ン

戦
略
・
計
画

ルールが少なく明確
明るい職場

ルールがなく煩雑
暗い職場

管
理
・
業
務



8

■ 課題解決力はマインドとスキルから成る
　課題解決がうまい人の能力を要素に分解して考えると、次のようになります。

　・問題発見能力 ……… 問題となることを見つける力

　・原因探求能力 ……… 問題の原因を探求する力

　・課題化能力 ………… 問題から、課題とすべきことを設定する力

　・課題創造力 ………… 課題となることを創造する力

　・課題策推進力 ……… 課題の解決に向け、解決策を進める力

　これらの要素は、マインド（意識）とスキル（技術）から成り、課題解決力を伸ばすには、その

両面を磨く必要があります。ではここから、課題解決に必要なマインドとスキルを見ていきま

しょう。

　マインド（意識）

　　・問 題意識 ………… 目標と現実のギャップを客観視しようという心のもち方

　　・危 機意識 ………… このままいくと大きな問題になると認識し、対処しようという自覚

　　・当事者意識 ………  問題に対処するためのアクションを責任者としてイメージしようとす

る心のもち方

　　・目的意識 …………「あるべき姿」をゴールとして、課題解決に取り組む姿勢

　スキル（技術）

　　・問題発見スキル ………………目標と現実のギャップを分析するスキル

　　・ロジカルシンキングスキル …問題や課題を構造化するスキル

　　・解決策の創造スキル ………… 解決策の本質をとらえ、適切なレベル、範囲、深さの解決策

を練るスキル

　課題解決のうまい人は、間違いなく仕事の能力が高くリーダーシップ能力を兼ね備えていま

す。高いマインドと卓越したスキルをもった課題解決のうまい人こそ、人を魅了することができ

る才能をもった人材といえるはずです。

　それでは、マインドとスキルを高めて課題解決力を伸ばすために、どのような取り組みが必要

となるのでしょうか。

　マインドに関しては、現在の役職や役割から1つ上の立場で考えることが必要です。たとえば、

課題解決がうまい人、
課題解決がうまい組織

Part1  問題を発見する

1-2
　1-1では、考える力を身につけることの重要性について学びました。
　それでは、実際に課題解決力を身につけるためには、どのような点に気をつけ
ていくべきなのでしょうか。
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「チームリーダー」であれば「課長」の立場から、「課

長」であれば「部長」の立場から、自分のチーム・組

織を振り返ってみるということです。自分の上司

が、チーム・組織に対して何を望んでいるだろう、

と考えることが大切なのです。

　スキルに関しては、まずは情報収集力を高めるこ

とです。簡単なものでよいので、自分の業界の最新

の情報が書かれていて、かつ、全体像が押さえられ

ている本や、課題解決の手法が書かれた本を、自分

の言葉になるまで何度も読み返しましょう。課題解

決には学術的な理論の裏づけが不可欠です。理論に裏づけられたスキルを使って実際に課題解

決を実行することで、「課題解決力」が本当に自分の血となり肉となることでしょう。

■ 組織の課題解決力を決定づけるものとは
　課題解決のうまい企業とそうでない企業ではどのような違いがあるのでしょう。

　課題解決の下手な企業には、次のような共通項があります。

　・明確なビジョンがない（あっても抽象的）

　・社会的責任よりも自社の都合を優先する

　・トップマネジメントの哲学が短絡的で視野が狭い

　・変革を嫌う企業風土

　これらを見ると、重要な要素であるマインド面が欠落してしまっていることがわかります。

　企業の課題解決力を左右するのはトップです。企業のトップに、長期的視野、社会的使命、原

理原則に基づく哲学・理念があれば、収益の減退があったとしても、また新たに復活する時がき

ます。組織では、トップのマインドは部下に伝わります。現場では、よくないとわかっていても、

上司の顔を見て、つい妥協してしまうことがあるのです。

　リーダーとしてチームを引っ張る際にも、しっかりとしたマインドをもつことが重要となりま

す。短絡的・独善的な思考に陥ることなく、変化を恐れずに課題解決にチャレンジしてください。

Point
❶  課題解決がうまい人は、問題意識・危機意識・当事者意識・目的意識

を兼ね備えている
❷ 課題解決力はマインドとスキルの両面から磨く
❸  課題解決のうまい企業は、ビジョン・社会的責任感・長期的視野をもっ

ており、変革を拒まない

Point
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課題解決サイクルを
回す

Part1  問題を発見する

■ 課題解決に必要な 5 つのスキル
　気合いだけで一気に課題を解決しようとしても、なかなかうまくいくものではありません。課

題解決のうまい組織というのは、常に問題意識・危機意識・当事者意識・目的意識に満ち、「問

題発見～課題解決」のサイクルが回っているものです。そのためには、組織力の視点から課題解

決に取り組まねばなりません。組織運営の考え方の１つに「集合天才」という言葉があります。

「集合天才」とは、「個人の知恵と力は優れた組織によって引き出される」という意味です。組織の

課題解決力を伸ばすため、リーダーとしてのスキルを高めていきましょう。

　ここで、課題解決のサイクルが常に現場で回っている組織の事例を見てみましょう。経営人材

輩出企業といわれる某人材採用企業では、社員が「何で？」と互いに質問し合う文化があります。

目的がはっきりしないときには、「何がやりたいの？」と確認し、目的達成のプロセスを考えさせ

るといいます。また、某大手消費財メーカーの職場は大部屋で間仕切りがなく、いつでも自由に

意見を言い合える仕組みができて

います。この仕組みのおかげで、ト

ラブルが発生しても１人で抱えこ

んでしまわずに、即座にミーティン

グをし、知恵を出し合うことができ

るのです。

　1人の天才が課題解決サイクルを

回し続けることは不可能です。組織

として、課題解決サイクルを回すこ

とが大切なのです。課題解決サイク

ルを、組織の中で習慣化していくた

めには、次の５つのスキルを組織全

体で高める必要があります。

1-3

集合天才

改善を繰り返す画期的な
手段

地道な改善の蓄積

課題解決サイクルが回り、
常に新しい価値が生まれる

1人の
天才

新しい
発想

　ここからは、組織の中で課題解決のサイクルを回すためのスキルについて、
見ていきましょう。
　１つの課題解決を成功させるだけではなく、組織として課題解決のサイクルを
回すための仕組みを作ることが必要であり、それがリーダーの役割です。
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　①仮説検証サイクルを回すスキル
 　仮説検証とは、問題または課題の解決の方向性を仮に設定して、解決へ向けての一歩を進め

ることを意味しています。この仮説を検証し、実行後に修正を加えることで、より問題解決の

質を高めるスキルです。

　②情報収集＆情報分析スキル
　目的に合わせて情報を収集・分析するスキルです。

　情報収集＆情報分析スキルとは、問題発見能力でもあり課題構造化力でもあります。

　③整理体系化のためのロジカルシンキングスキル
　ロジカルシンキングとは、論理的思考であり、「わかりやすさ」を至上命題とするものです。

結論がはっきりとした説得力のある状態を作り出すスキルです。

　④課題構造化スキル
　問題を整理し、原因を論理的に体系化することにより本質を追究・課題化して、優先順位づ

けや因果関係化などを行うスキルです。

　⑤解決策創造スキル
　解決策の本質をとらえ、適切なレベル、範囲、深さの解決策を練るスキルです。

①仮説検証
サイクルを回す
スキル

⑤解決策創造
スキル

④課題構造化
スキル

③整理体系化の
ためのロジカル
シンキングスキル

②情報収集＆
情報分析
スキル

Point
❶  課題解決力を左右するのは個人のスキルだけではなく、組織としての

仕組みが重要である
❷  個人のスキルを高めるためには、組織の課題解決サイクルを回す必要

がある
❸  課題解決サイクルを回すためには 5 つのスキルを組織全体で高める必

要がある

Point
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目の前の問題に
気づくには？

Part1  問題を発見する

■ 「問題」とは、なにか
　課題解決スキル習得の大前提は、「問題」と思われる現象に気づくことです。仕事やプロジェク

トを進める際には、解決しやすい簡単な問題から難しい問題まで日常的にたくさんの「問題」が

発生します。通常の業務を妨げてしまう「現象」は「問題」としてとらえやすいものの、見えにく

いけれども、本当に解決が必要な「問題」は、ほかの「問題」に埋もれてしまうことが少なくあり

ません。見過ごしてしまいがちな「現象」から、重要な「問題」をとらえる視点を養うことで、仕

事の質を大きく上げることができます。

　特に問題がないと問題を１つも挙げられない人は、ちょっと危険信号です。また、問題をたく

さん挙げることができた人も、もう1度それが本当に問題となっているかどうか、考えてみましょ

う。

1-4
　問題を問題ととらえることは、簡単なようで難しいものです。
　本節では「課題解決」の前提として、「現象」から「問題」をとらえるための
思考法について学んでいきます。

■ 仕事・プロジェクト

　最近の仕事、またはプロジェクトを１つ思い出し、その仕事の
中で問題だと思っていることを10分間で20個挙げてください。

考えてみよう！

■ 問題だと思っていること
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■ あるべき姿と現状のギャップが問題となる
　実は、問題というのは「あるべき姿」が思い描けたときにはっきりと見えてくるものです。たと

えば、「D社では利益は増加しているが、売上が減少している。それはD社の商品ラインナップを

15％削減した結果である」という「現象」があるとしましょう。売上の減少は、一見問題となる「現

象」ですが、D社のトップが「この2年は売上を追うよりも、組織体制を立て直し、経営基盤の再

構築を図ることを第一とする」という「あるべき姿」を掲げていたとしたら、これは「問題」とと

らえられないでしょう。ここでの「問題」は、「組織体制の立て直しを阻害すること」の中から見

つけるべきなのです。

　「問題」とは、ネガティブな「現象」のことではなく、「あるべき姿」とのギャップのことをいい

ます。「問題は常に、私たちに隣接しているため油断はできない」といった危機意識はとても大事

ですが、「あるべき姿」とのギャップこそが解決すべき真の「問題」です。目に入った「問題」と思

われる「現象」を「ただ片づけている」だけでは、真の問題解決とはいえません。いわゆるモグラ

たたき的問題解決になります。私たちは「あるべき姿」を意識して初めて、「問題」を定義し、解決

するべき優先順位をつけることができるのです。

　ここで、＜考えてみよう＞で挙げた仕事・プロジェクトの、「1年後には、こういう状態になっ

ていたい」「メンバーがいつもこういう状態で仕事をしていてほしい」「お客様とのコミュニケー

ションはこうあるべき」という理想の姿（あるべき姿）を設定してみましょう。「あるべき姿」の実

現を阻害する「現象」を「問題」ととらえると、解決すべきことの優先順位が見えてきます。

Point
❶ 「問題」に気づくことを意識する
❷ 「 問題」とは「あるべき姿」と現状のギャップである
❸  「あるべき姿」によっては、一見ネガティブに見える「現象」であっ

ても「問題」とは限らない

Point
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問題発見の
センスを高める

Part1  問題を発見する

■ 「創造力」は特別な人の能力ではない
　問題発見スキルを高めるために、身につけたい力の1つ目は「創造力」です。「創造力」というと、

画期的で斬新な考え方や突飛な発想をしなければならないと思ってしまいがちですが、実はそう

いうシチュエーションは多くはありません。

　画期的で創造性の高い発想は滅多にできませんし、求められているわけでもないのです。営業

力の高さで定評のある某社では、創造力を身につけるため、「１つの問題に対して100個の答え

を出す」という訓練をしています。たとえば、「来月までに売上を1割増やすための施策を100個

考える」というやり方です。100個ものアイデアを考えれば、その中の１つや２つは、今までにな

い面白い考え方や答えになるものです。

　しかし、100個の答えを出すためには知識が必要となります。本を読み、経験を積んでいる人

の方が答えを出しやすいのです。いくつかは思いつきで何とかなりますが、100個考えるとなる

とマーケティングの本であれ、先駆者の方法論であれ、さまざまな分野の書物を読むなどして知

見を深めなければなりません。

　深めた知見をもとに多くの解を出そうとする姿勢が、最終的に創造力に結びつくのです。

■ 問題意識は観察によって培われる
　2つ目に必要となるのは「観察力」です。問題を発見したければ、ぼんやりと周りを見るのでは

なく、しっかりと見る力が必要になってきます。

　たとえば、休日に銀座に買い物に出かけたとします。そこで、「なぜこの店が混んでいるのか」

「こういうファッションがはやっている理由は何か」「この時間にこの店の客数がこうなっている

のはなぜか」など、「なぜ」と思ったことに注目してみてください。

　疑問点をそのままにせず、よく注意して観察すれば、重要なことが見つかることがあります。

当然のことではありますが、観察力を磨く第一の方法は、いろいろな物事をよく観察することで

す。部屋にこもっている人よりも、よく街歩きをする人の方が、こんな物が売れる、はやっている

と発見できる可能性が高いのです。

1-5
　問題を発見するためには、リーダー自身が率先して問題に気づこうと意識する
ことが求められます。
　本節では、問題発見スキルを高めるための３つのポイントを学びます。
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■ 「不満」は問題発見につながる
　3つ目は「不満に着目する力」です。問題は、自分の感情を大切にすることから見つかることが

あります。自分が不満に思うことは、おそらく多くの人が不満に思っていることなのです。たと

えばスーパーでの買い物で、駐車場やレジで長時間待たされて、「なぜこんなに待たされなけれ

ばならないのか」と感じたり、食品売り場に行って「なぜファミリー向けの食料品ばかりで一人

暮らし用の食料品が売っていないのか」と感じたとしましょう。あなたがそう感じたのであれば、

不満に感じている人もいるはずです。そして、それを解決できていないのであれば大きな問題に

なることもあります。不満が問題発見につながり、さまざまな答えを考える機会になるのです。

PointPoint
❶  問題発見スキルは、「創造力」「観察力」「不満に着目する力」によっ

て高められる
❷  創造力を高めるためには知識を豊富に集めるとともに、問いに対して

たくさんの解を用意することが大切である
❸  観察力は、「なぜ」と思ったことに注目して物事を観察することで鍛

えられる
❹  自分が感じた不満に着目することが問題発見につながる

■ 1 か月で着手したい勉強

　仕事に関すること以外で、みなさんは知識習得のために何か勉
強をしていますか。
　これから１か月で何の勉強に着手したいか、挙げてみましょう。
例） ・プロジェクトマネジメントスキルの試験勉強
 ・簿記の試験勉強　

考えてみよう！


